運輸・交通システムEXPO 2017 結果報告書
■会期：2017年5月24日（水）～26日（金）
■会場：東京ビッグサイト西1ホールアトリウム
■主催：運輸・交通システムEXPO実行委員会
■運営事務局：日本イージェイケイ株式会社/パラボックス株式会社
■協力： （株）MICEジャパン/（株）日新
■後援： （公社）全日本トラック協会、（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会、
（公社）日本バス協会、（一社）日本3PL協会、（公社）日本通信販売協会、
（一社）日本トラックドライバー育成機構、（公社）日本放送技術協会、
（一社）日本パレット協会、日本マテリアル・ハンドリング協会、
（一社）日本物流システム機器協会、（一財）環境優良車普及機構（LEVO）
（一社）新日本スーパーマーケット協会
■同時開催：ワイヤレスジャパン2017/ワイヤレスIoT EXPO2017
ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2017
IDE TOKYO-ドローンソリューション＆技術展-2017

総来場者数：50,574名

（2016年度 47,108名）※同時開催展への来場者を含めた人数です。
内訳：5月24日（水）16,260名、5月25日（木）15,528名、5月26日（金）18,786名
来場者アンケート①
研究所/コンサルティング
2.4%
電気/ガス/水道/官公庁/自
治体/協会/団体,2.5%

来場者の業種

学校/教育機関/
医療機関 0.6%

メディア（放送・出版など）/
印刷/広告/報道記者 2.5%

その他, 1.0%

金融/保険 1.8%

食品/化学/薬品 1.6%

2016年度は

小売/卸/商社 7.4%

農林/水産/鉱業/建設/
土木 1.6%

運輸業（トラック輸送） 34.1%
ソフトウェア開発企業/シス
テムインテグレーター7.7%

自動車ディーラー 0.3%
製造（電子部品・半導体）／
製造（電池・発電器）1.7%

通信事業者/インターネット
サービスプロバイダー（ISP）/
サービスプロバイダー（ASP・
CSP）2.7%

製造（通信・電気
機器・家電・精密
機器）9.3%

製造（自動
車・車体・部
品・輸送関
連機器）
6.8%

物流業（倉
庫・荷役・
3PL企業）
7.0%
企業の物流管理部門（荷
主）1.2%

運輸業（トラック輸送）・・・40.1 %
運輸業（バス・タクシー） ・・・ 7.0 %
運輸業（鉄道・海運・空輸） ・・・ 2.3%
物流業（倉庫・荷役・3PL企業） ・・・7.1 %
企業の物流管理部門（荷主） ・・・ 4.9 %
製造（通信・電気機器・家電・精密機器） ・・・9.8%
製造（自動車・車体・部品・輸送関連機器） ・・・ 9.3%
製造（電子部品・半導体）/製造（電池・発電器） ・・・ 0.5%
小売/卸/商社） ・・・ 2.0 %
食品/化学/薬品・・・ 0.9 %
農林/水産/鉱業/建設/土木・・・ 0.7 %
ソフトウェア開発企業/システムインテグレーター・・・ 4.8 %
通信事業者/インターネットサービスプロバイダー（ＩＳＰ）/
サービスプロバイダー（ＡＳＰ・ＣＳＰ） ・・・ 1.7 %
電気/ガス/水道/官公庁/自治体/協会/団体・・・ 1.2 %
自動車ディーラー・・・ 1.0 %
研究所/コンサルティング・・・ 0.8 %
メディア（放送・出版など）／印刷/広告/報道記者・・・ 0.8 %
金融/保険・・・ 0.7 %
学校/教育機関/医療機関・・・ 0.3 %
その他・・・ 4.1 %

運輸業（バス・タクシー）
6.5%
運輸業（鉄道・海運・空輸）
1.3%

来場者アンケート②

来場者の職種

広報・宣伝
0.4%

財務・経理
0.7%

総務・人事
2.9%
商品・サービス企画/開発
4.9%

報道記者
0.3%

その他
4.9%
経営企画・社長室
17.5%

情報システム
5.4%
ロジスティクス
5.8%

研究・開発
6.9%
設計・製造
2.3% 購買

物流・流通管理
12.5%

0.9%

営業
21.2%

営業企画・販売促進・
マーケティング
13.4%

2016年度は
経営企画・社長室・・・21.3 %
ロジスティクス・・・ 6.0%
物流・流通管理・・・ 12.8 %
営業企画・販売促進・マーケティング・・・ 12.4%
営業・・・ 20.0 %
購買・・・ 1.2 %
設計・製造・・・ 2.2 %
研究・開発・・・ 5.2 %
情報システム・・・ 5.6 %
商品・サービス企画／開発・・・ 0.8 %
総務・人事・・・ 3.8 %
財務・経理・・・ 0.7 %
広報・宣伝・・・ 0.4 %
報道記者・・・ 0.1 %
その他・・・ 7.3 %

来場者アンケート②
勤務先従業員数

5,000～9,999人
3.7%

10,000人以上
12.3%

製品／サービスの導入に関わる立場

50人以下
21.7%

1,000～4,999人
15.7%

特に関与していな
い, 17.7%

購入／導入の決定・
承認をする, 23.9%

51～99人
10.0%
購入／導入の為の
情報収集を行う,
37.4%

500～999人
9.0%

購入／導入の為の
アドバイスを行う,
21.0%

100～499人
27.5%

2016年度は
50人以下・・・21.4%
51～99人・・・ 11.0 %
100～499人・・・ 26.6%
500～999人・・・ 9.5%
1,000～4,999人・・・18.3%
5,000～9,999人・・・3.6%
10,000人以上・・・9.6%

2016年度は
購入／導入の決定・承認をする・・・ 23.0 %
購入／導入の為のアドバイスを行う・・・ 22.7 %
購入／導入の為の情報収集を行う・・・ 34.8 %
特に関与していない・・・ 19.5 %

来場者アンケート③
来場者が関心のある分野/キーワード（複数回答可）

2016年度は

出展社アンケート①
出展目的

出展社満足度
代理店の開拓

11%

少し不満
新規開拓

10%

23%

満足
20%

市場ニーズと情報収集
18%
新製品発表
14%

企業ブラン

普通
40%

ディング
技術PR

9%
既存製品の販売促進

18%

7%

ほぼ満足
30%

出展社アンケート②
出展成果

自社のイメージ向上ができた
8%

予想以上の集客ができた

新規顧客開拓ができた

23%

15%

ターゲット来場者とコンタク
トできた

具体的な案件につながった

8%

15%

メディアで取り上げられた
新製品の発

23%

表ができた
8%

来場者と交換した名刺・・・・平均：165枚
第1位350枚、第2位250枚、第3位200枚
バーコードデータ 第1位1,122件、第2位1,094件、第3位983件

引き合いの見込める商談件数・・・・平均：18.8件

出展社一覧

合計49社/団体（2016年は37社）

あきば商会、アグレクション、阿智精機／YURUSOR、INBYTE、NPシステム開発、エフ・アール・シー、サンオータス、シス
テック、システム計画研究所／ISP、下村産業、JUKI／デルタツーリング、西菱電機、ゼンリンデータコム、
ディーピーティー、テレニシ／フィガロ技研、東洋マーク製作所、テンツオフィス『快走韋駄天』、
東芝情報システム／SOMPOリスケアマネジメント、東和ユニフォーム、ドライバー専門求人サイト ドラEVER、
ナビタイムジャパン、ニヤクサービス、NEWEST ONE TECH Co、バスくる、
パドック（津山ステンレス・メタルクラスター）、日立ソリューションズ、日立物流ソフトウェア、ファイバーゲート、
物流ウィークリー、ブラックビュー、フリッカーヘルスマネジメント／TALEX／トライプロ、フルバック、フレクト、プロアシ
スト、マネジメントシステム、丸文、ミトラ、メリルエンタープライズ、モスウェル、
モバイルクリエイト／エッチ・エス・ストロング、矢崎エナジーシステム、ユニオン ツール、ルーフィ

展示会場内セミナープログラム ①
5月24日(水)
10：30～11：10

トラック行政の最近の動きについて

11：20〜11：40

ドライバー不足解消、人材不足企業の実態 ～企業プロモーション・リベンジ採用のすすめ～
岡野 照彦氏（株式会社ドラEVER 代表取締役）

13：30～14：10

運送業の残業代対策と歩合給導入のポイント

14：20～14：40

「労働力不足解消に向けて」健康管理で経営基盤を安定化
杉山 毅氏（ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社 自動車コンサルティング事業部 特命部長）

14：50～15：10

トレーラーハウスを使った市街化調整区域での運送事業認可の取得について
大原 邦彦氏（非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会 代表理事）

15：30～15：50

福田 ゆきの氏（国土交通省自動車局 貨物課長補佐)

馬場 栄氏（保険サービスシステム社会保険労務士法人 代表社員）

安全・安心な運行継続への取組みと乗務員の健康度日本一の実現について
森川 道博氏（中日臨海バス株式会社 代表取締役）

展示会場内セミナープログラム ②
5月25日(木)
10：30～11：10
11：40～12：00

ドライバー不足を解消する管理職（運行管理者クラス）の育成方法 〜ドライバー募集と定着力をアップする育成事例１０〜
酒井 誠氏（鳴海急送株式会社 愛知営業所/代表取締役）
スマホで安全教育 あんぜん.COM ～１２項目対応の安全教育ツール～
小林 誠氏（ニヤクサービス株式会社 代表取締役）

13：10～13：50

運送業の残業代対策と歩合給導入のポイント

14：00～14：20

心拍センサを用いた眠気通知器と携帯型心電計を用いた健康管理
設楽 利充氏（ユニオン ツール株式会社 センサ測定器開発本部 開発部 長岡開発課 係長）

14：30～14：50

「労働力不足解消に向けて」健康管理で経営基盤を安定化
杉山 毅氏（ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社 自動車コンサルティング事業部 特命部長）

15：00～15：20

本当に効率の良い配車とは

15：30～15：50

馬場 栄氏（保険サービスシステム社会保険労務士法人 代表社員）

岩田 将克氏（東京コンドルタクシー株式会社 常務取締役）

安全・安心な運行継続への取組みと乗務員の健康度日本一の実現について
森川 道博氏（中日臨海バス株式会社 代表取締役）

5月26日(金)
11：00～11：45
13：00～13：40
13：50～14：10

中小運送会社の社長が取り組むドライバー採用・育成の最新手法！
高橋 竜二氏（株式会社船井総合研究所 製造・物流・情報・人材ビジネス支援部）
運送業の残業代対策と歩合給導入のポイント
高橋 聡氏（保険サービスシステム社会保険労務士法人 社会保険労務士）
スマホで安全教育 あんぜん.COM～１２項目対応の安全教育ツール～
小林 誠氏（ニヤクサービス株式会社 代表取締役）

14：20～14：40

「労働力不足解消に向けて」健康管理で経営基盤を安定化
杉山 毅氏（ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社 自動車コンサルティング事業部 特命部長）

14：50～15：30

たったの30分！プロ直伝！必ず採用できる求人の秘密！ホントに欲しい人材を集める成功ノウハウ大公開！！
工藤 亮氏（ディーピーティー株式会社 メディア事業部）

15：40～16：00

安全・安心な運行継続への取組みと乗務員の健康度日本一の実現について
森川 道博氏（中日臨海バス株式会社 代表取締役）

メディアの実績 （同時開催展含む）
【新聞・雑誌】 NTT技術ジャーナル/電気通信協会、オートメーション新聞/オートメ新聞、科学新聞/科学新聞社
建設通信新聞/日刊建設通信新聞社、 COMPASS/リックテレコム、自動車タイムス/自動車タイムス社、
石油ガス・ジャーナル/石油ガス・ジャーナル株式会社、通信興業新聞/通信興業新聞社、電気新聞/日本電気協会新聞編集局、
電子デバイス産業新聞/産業タイムズ社、電波新聞/電波新聞社、電波タイムズ/電波タイムズ社、日刊自動車新聞/日刊自動車新聞社、
日刊放送ジャーナル/放送ジャーナル、日経産業新聞/日本経済新聞社、燃料油脂新聞/燃料油脂新聞社、農経しんぼう/農経新報社、
BUSINESS COMPUTER NEWS/BCN、 Fuji Sankei Business i./日本工業新聞社、物流ウィークリー/物流産業新聞社、
メカトロニクス/Gichoビジネスコミュニケーションズ、見本市展示会通信/ピーオーピー
【WEB】

朝日新聞デジタル＆M/株式会社朝日新聞社、@DIME アットダイム/株式会社小学館、@niftyビジネス/ニフティ株式会社、
AFPBB News/株式会社クリエイティヴ・リンク、 iza（イザ！）/株式会社産経デジタル、 e燃費/株式会社イード、
minkabuニュース/株式会社みんかぶ、インターネットコム/インターネットコム株式会社、
Infoseekニュース/楽天株式会社、エキサイトニュース/エキサイト株式会社、msn 自動車/マイクロソフト株式会社、
EnterpriseZine（エンタープライズジン）/株式会社翔泳社、 OSDN Magazine/OSDN株式会社、
OKWAVE Guide/株式会社オウケイウェイヴ、おたくま経済新聞/C.S.T Entertainment,Inc. 、
沖縄タイムス＋プラス/株式会社沖縄タイムス社、 CAR CARE PLUS/株式会社イード、
carview! カービュー/ヤフー株式会社・株式会社カービュー、株探/株式会社みんかぶ、
価格.com - 新製品ニュース/株式会社カカクコム、 GAZOO.com/トヨタ自動車株式会社、
Cubeニュース/株式会社キューブ・ソフト、 gooニュース/エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社、
グノシー/株式会社Gunosy 、現代ビジネス/株式会社講談社 交通政経新聞社、財経新聞/株式会社財経新聞社、
産経ニュース/株式会社産経デジタル、 SEOTOOLS/ブラストホールディングス株式会社、
JBpress（日本ビジネスプレス）/株式会社日本ビジネスプレス、時事ドットコム/株式会社時事通信社、
CNET JAPAN/朝日インタラクティブ株式会社、週刊BCN＋/株式会社BCN 、ジョルダンニュース！/ジョルダン株式会社、
STRAIGHT PRESS/株式会社マッシュメディア、 ZDNet Japan/朝日インタラクティブ株式会社、
ダイヤモンド・オンライン（Diamond Online）/株式会社ダイヤモンド社、
電波受験界/一般財団法人情報通信振興会、 dメニューニュース/株式会社NTTドコモ、
Techable（テッカブル）/株式会社マッシュメディア、東洋経済オンライン/株式会社東洋経済新報社、
とれまが/株式会社サイトスコープ、 DroneTimes 、日経プレスリリース/株式会社日本経済新聞社、
日報ビジネス株式会社、 NewsCafe/株式会社イード、
BIGLOBEニュース/NECビッグローブ株式会社、 Bizloop（ビズループ）サーチ/株式会社アイエフネット、
ビジネスネットワーク.jp/株式会社 リックテレコム、フレッシュアイ/株式会社スカラコミュニケーションズ、
PR TIMES/株式会社PR TIMES 、 PRESIDENT Online/株式会社プレジデント社、
MarkeZine（マーケジン）/株式会社翔泳社、マイナビニュース/株式会社マイナビ、
マピオンニュース/株式会社マピオン、 Yahoo!ニュース/ヤフー株式会社、
読売新聞（YOMIURI ONLINE）/株式会社読売新聞社、レスポンス/株式会社イード、 RBBTODAY/株式会社イード、
Logistics Today/マーケティングパートナー株式会社

運輸運送業者来場者一覧（一部抜粋）
暁運送株式会社/営業部
株式会社アドベル
ANA成田エアポートサービス(株)/カーゴサービス部
安全輸送株式会社
SBSゼンツウ株式会社/情報システム部
NEC
株式会社ＮＴＳロジ/総合管理
株式会社NBSロジソル
株式会社大崎/事業管理課
小田急バス株式会社/運輸部運行計画担当
大川運輸株式会社/輸送本部 本社営業所業務課
カトーレック株式会社/ロジスティクス本部 営業統括部
神奈川中央交通株式会社/運輸計画部 計画課 計画係
カリツー株式会社
カンダコーポレーション株式会社/トランスネット営業部
辰巳営業所
カンダホールディングス株式会社/品質安全管理室
関東運輸株式会社
キユーソーティス株式会社/業務本部 車両部 車両管理課
キユーソーティス株式会社/運送本部
キリングループロジスティクス株式会社/東日本支社 営業部
京王電鉄バス株式会社/管理部システム業務推進担当
京浜急行バス株式会社/安全推進部
鴻池運輸株式会社/定温物流支店 札幌定温流通センター営
業所
鴻池運輸株式会社/東日本支店
鴻池運輸株式会社/食品業務部
国際興業株式会社/商事部 営業第一課
国際興業株式会社/運輸管理部管理課
国際ロジテック株式会社

山陽自動車運送株式会社
相模中央交通
佐川急便株式会社 千葉中央営業所/営業課
山九株式会社/ロジスティクス・ソリューション事業本部
３ＰＬ事業部 陸運・エコビジネス部
㈱C&Fロジホールディングス
株式会社ＪＲ東日本運輸サービス/経営企画部
JR東日本コンサルタンツ株式会社
ジェイアールバス関東株式会社/運輸営業部
システム管理室
ジェイアールバス関東/安全整備部
JR東日本メカトロニクス株式会社/営業本部
J-ロジテック株式会社
シダックス株式会社/情報システム開発部 企画課
JFE環境株式会社/物流事業部
篠崎運輸株式会社/経営企画部
十和運送株式会社/情報システム部
十和運送株式会社/輸配送本部
十和運送株式会社/倉庫運営本部
株式会社新晃/管理本部 総合企画部
株式会社新晃/安全・品質管理部
株式会社新晃/人事採用課
株式会社新鮮便/情報システム部 システム課
鈴与カーゴネット株式会社 /統括本部
住友三井オートサービス株式会社/東京タクシー営業部
西武鉄道株式会社/情報システム部
センコー株式会社/安全品質環境管理部
センコー株式会社/埼玉主管支店浦和車輌センター
センコーエーラインアマノ株式会社/安全環境管理部
センコーエーラインアマノ株式会社/経営管理部

運輸運送業者来場者一覧（一部抜粋）
全日本空輸株式会社
全農物流株式会社/系統物流部
綜合警備保障株式会社
ソフトバンク株式会社/法人事業開発本部
事業開発第２統括部 法人ＩＴ開発部
損害保険ジャパン日本興亜株式会社/
名古屋企業営業部 第一課
高末急送株式会社
大興運輸株式会社
ダイセーエブリー二十四株式会社
多摩運送株式会社/安全品質管理グループ
中越テック株式会社/営業企画部
TSネットワーク株式会社
DIMERCO EXPRESS GROUP
株式会社DNPロジスティクス
東海旅客鉄道株式会社/総合技術本部 技術開発部
技術計画チーム 環境計画グループ
東急バス株式会社/安全企画部 安全企画課
東京都/交通局 自動車部 計画課
東京都/交通局 自動車部 営業課
東京地下鉄株式会社/企業価値創造部
東京都交通局
東京ＭＫタクシー
東京福祉バス株式会社/練馬営業所
東京福祉バス株式会社/総務部総務課
東京福祉バス株式会社/世田谷営業所
東京福祉バス株式会社/総務部
東武運輸株式会社/営業本部
中日本高速道路株式会社 東京支社/環境・技術管理部
浪速運送株式会社/システム開発部

浪速運送株式会社/経営管理部
浪速運送株式会社/基本三原則推進部
ニシリク株式会社中部支店
日正運輸株式会社/営業部
株式会社日硝ハイウエー/東日本営業開発部
日鉄住金物流君津株式会社/構外物流部
日本梱包運輸倉庫株式会社/営業企画室
日本通運株式会社/業務部
日本ロジテム株式会社/営業本部
株式会社はとバス/路線管理部
東日本エア・ウォーター物流株式会社
株式会社東日本トランスポート/総務部
東日本旅客鉄道
株式会社日立物流 南関東/安全品質環境部
株式会社日立物流東日本 輸送・機工統括事業部
事業企画部
株式会社日立物流首都圏 安全品質環境部/
北柏グループ
株式会社日立物流首都圏 安全品質環境部/
本社グループ
日の丸交通株式会社/財務部 ＰＪ事業課
株式会社日の丸リムジン/ブランディング事業部
株式会社日の丸リムジン/
ハイヤー・タクシー事業部
株式会社日の丸リムジン/業務部
富士運輸株式会社/東日本営業統括部
富士運輸株式会社/東京オフィス
福岡運輸株式会社/業務推進部 業務課
福山通運株式会社/安全管理部

運輸運送業者来場者一覧（一部抜粋）
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社/
業務本部 安全対策推進部
丸伊運輸株式会社/安全対策課
株式会社丸運/石油輸送事業部
石油輸送営業部 業務安全グループ
株式会社丸運/情報システム部
株式会社マルノウチ
株式会社丸和運輸機関/総務部 総務課
株式会社ムービング/企画本部
業務企画部 業務課
株式会社ムービング/戸田総合物流センター
ヤマト運輸株式会社/財務部 調達課
ヤマトオートワークス株式会社/
トラックソリューションカンパニー 営業部 商品開発課
ヤマトシステム開発株式会社
ヤマトホームコンビニエンス株式会社/
西関東法人ソリューション支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社/西関東統括支店
ヤマトボックスチャーター株式会社/安全CSR部
株式会社 ユーネットランス/運行本部
吉田海運株式会社
楽天株式会社
株式会社流通サービス/運輸本部 運送事業部
ロイヤルリムジン株式会社
ロジスティクス株式会社/第１輸送部
一宮・愛西輸送課 運行管理係
ロジスティクス株式会社/第２輸送部

小売/卸/商社（一部抜粋）
エームサービス株式会社
株式会社エスアイシステム/センター運営本部 運営部運営課
カメイ株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社/業種SOL部
業種ソリューション東日本営業部
協栄産業株式会社/コンポーネントソリューション事業部
営業技術部 営業技術第二課
国際興業株式会社
JFE商事株式会社
株式会社槌屋
トラスコ中山株式会社/商品部
豊田通商株式会社/
アフリカ事業開発部事業開発グループ
株式会社ナック
日本出版販売株式会社/流通計画室運輸グループ
株式会社西原商会/情報システム部
伯東株式会社/電子コンポーネント事業部
営業一部 営業第二グループ
株式会社日立ハイテクノロジーズ/関西支店 材料部
株式会社富士通マーケティング/流通ビジネス推進部
株式会社マクニカ/SIG 車載事業部
新規ソリューション企画推進室
松田産業株式会社/食品事業部
株式会社松屋フーズ/戦略事業部 リサイクル推進グループ
株式会社マルナカ/物流部
三菱食品株式会社
株式会社 山善/家庭機器事業部
リコージャパン株式会社 産業ソリューションセンター
株式会社ローソン

運輸・交通システムEXPO in大阪 開催結果

運輸・交通システムEXPO in大阪 2017開催結果
会期：2017年6月8日（木）～9日（金） 会場：インテックス大阪5号館
同時開催：サービスロボット開発技術展、産業用ロボット開発技術展、ロボットITソリューション展

総来場者数：10,534名
来場者の業種

運輸・交通システムEXPO来場者数：1,635名

来場者の職種

運輸・交通システムEXPO2018 開催のご案内

出展問い合わせフォーム
2018年開催概要
会期：2018年5月23日(水)～25日(金) 会場：東京ビッグサイト

西3・4ホール

同時開催：ワイヤレス・テクノロジー・パーク2018、ワイヤレスジャパン2018/ワイヤレスIoT
EXPO2018、IDE TOKYO ドローンソリューション＆技術展2018

【1】お問合せ内容：[
[
【2】希望小間数：
【4】その他ご要望など

]出展したい [ ]出展を検討したい [ ]展示会について詳しい話しを聞きたい
]同時開催展について知りたい
小間
【3】ご決定時期：
月頃
「企画してもらいたいテーマ」、「商談したい来場者層」etc

御社名:

運営事務局: 日本イージェイケイ株式会社

所属/役職：
ご担当者名

TEL:
E-mail:

名刺

問合せ先:
〒105-0011
東京都港区芝公園1-2-6
ランドマーク芝公園7F

担当：鎌田

TEL: 03-6459-0444
FAX: 03-6459-0445
E-mail:tech@ejkjapan.co.jp

▼ このままお送りください FAX:03-6459-0445 ▼

